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Pastor Calling Committeee 
The Pastor Calling Committee invites all church members to 
its monthly bilingual prayer meeting. At the July PCC 
prayer meeting, Dean Kusakabe, the PCC chairperson, 
encouraged us to focus on praise as we prepare for a new 
minister. Fred Tsutagawa played guitar as we sang hymns 
and praise songs to thank God for His constant mercy and 
grace to us as individuals and to JAUC. On August 11th, we 
sang “Spirit Song,” as we asked Jesus to fill our hearts and 
spirits in this time of waiting and expectation. We read 
Psalm 146 which reminds us to place our hope in God who 
answers all our prayers. Due to the Ashram Retreat, the next 
PCC prayer meeting will be held on September 8th at 10 am 
in the Social Hall. Please pray for the PCC members as they 
reopen the pastor search process. The new deadline is 
October 31st. The job posting is available at www.jauc.org . 
 

牧師招聘委員会（PCC） 

牧師招聘委員会（PCC）は、バイリンガルの牧師招聘の

ための祈祷会を毎月行なっています。PCC はすべての教

会員をこの祈祷会にお招きいたします。7月の PCC 祈祷

会では、ディーン日下部委員長は、牧師招聘の過程につ

いて感謝と賛美を捧げることにフォーカスし、フレッド

蔦川兄のギター奏楽のリードのもと、主の JAUC と私た

ちひとりひとりへのとどまることのないあわれみと恵み

を思い、賛美歌やプレイズソングを捧げました。8 月 11

日の祈祷会では「スピリットソング」を賛美し、この牧

師を待ち望む期間、私たちに聖霊の豊かな満たしが与え

られますように、主イエスに祈っていきました。読んだ

み言葉は詩篇 146 で、主はすべての祈りを聞いてくださ

る方であることにさらに希望と力を得ました。次回の

PCC 祈祷会は 9月 8日、10:00 より、地下社交室で行い

ます。牧師招聘の募集を再開するにあたり、牧師のた

め、委員会のために、さらなる祈りの支援をよろしくお

願いいたします。牧師の応募締め切りは 10月 31 日で

す。職務記述書は www.jauc.org で見ることができま

す。 

 

August and September Pulpit Supply 
August 4 Rev. Stanley Wayne 
August 11 Rev. Nobuyuki Kurisu 
August 18 Rev. Kei Okada 
August 25 Rev. Megumi Enomoto 
September 1 Rev. Kei Okada 
September 8 Rev. Nobuyuki Kurisu 
September 15 Rev. Stanley Wayne 
September 22 Rev. Kei Okada 
September 29 Rev. Stanley Wayne 
 
Many thanks to the Staff/Pastor Parish Relations Committee 
and Kaoru Kobayashi for arranging the guest preachers every 
Sunday. 

8 月と 9月のゲスト説教者 

8 月 4日   スタンリー・ウェイン牧師  

8 月 11 日  栗栖信之牧師 

8 月 18 日  岡田圭牧師 

8 月 25 日   榎本恵牧師 

9 月 1日   岡田圭牧師  

9 月 8日   栗栖信之牧師 

9 月 15 日   スタンリー・ウェイン牧師 

9 月 22 日   岡田圭牧師 

9 月 29 日   スタンリー・ウェイン牧師 

 

毎週の日曜礼拝の説教者の準備と手配をしてくださって

いる S/PPRC と小林かおる姉に感謝いたします。 
 

Sermons Online 
Unable to attend Sunday worship services? Now you can 
see and hear the guest preacher’s sermons on the JAUC 
website by going to www.jauc.org and clicking on the link 
to view videos of sermons by guest pastors. If you would 
like to help, or if you have ideas for the JAUC website, 
JAUC Facebook page or for publicity, please contact Rika. 
  

オンラインで聴く説教 

日曜礼拝に参加することが不可能ですか？ゲストスピー

カーのメッセージを日米合同教会のウェブサイトから視

聴することが出来るようになりました。インターネット

で www.jauc.org へアクセスし、メッセージ動画のリン

クをクリックしてください。助けの手を差し伸べたい

方、日米合同教会のウェブサイト、フェイスブック、広

報への良いアイデアがある方は、丸橋理加姉にご連絡く

ださい。 
 

Decisions from June Board of Directors Meeting 
The BoD approved October 13th as the 5th Annual Disability 
Awareness Sunday at JAUC. Rev. Kei Okada will be the 
guest preacher who will share from his vast experience and 

“Together, the Body of Christ; 
Individually, Its Parts”    I Corinthians 12:27 

JAUC is a Christian community seeking to reach out, especially 
to Japanese and those who are interested in Japan in the 

greater New York City area, with the purpose of sharing faith 
in Christ and growing together in Christian discipleship 

through worship, Fellowship, study, evangelism and mission. 
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training as a hospice chaplain with the Visiting Nurse 
Services of New York. He will also lead an afternoon 
workshop on aging issues related to dementia and 
Alzheimer’s. 

6 月の理事会報告 

理事会は 10 月 13 日を「第 5回障碍者を考える日曜日」

とすることを承認、決定いたしました。岡田圭牧師がゲ

スト説教者として奉仕してくださいます。岡田圭牧師は

Visiting Nurse Services of New York のホスピス訪問

牧師としての長年に渡る幅広い経験からお話をしてくだ

さいます。午後には、加齢と認知症やアルツハイマーと

の関連について学ぶワークショップをリードしてくださ

います。 
 

Message from Music Director, Eri Miyashita 
In September, Sunday morning choir rehearsals will 
resume. The choir members have already begun 
practicing Samuel Kan’s original “すべてのことが” 
(Subete no koto ga) to be performed in the fall. Samuel 
Kan was the music missionary who performed at 
JAUC in July. During the summer, I made a survey of 
everyone’s favorite hymns. Thank you so much for 
sharing your voice and comments on why you chose 
those hymns. I was glad to see your personal 
encounters with God through your choices. I have been 
adding these favorites to the Sunday worship each 
week and hopefully your hymn will be chosen soon. 
Please let me know if there are other favorites you’d 
like to sing, especially for holidays like Thanksgiving 
and Christmas. We welcome new singers any time. 
 

音楽主事よりメッセージ（宮下恵理姉） 
聖歌隊の練習は９月より再開します。 
秋に、サムエル＝カン師作曲による”すべてのことが”

を讃美する予定で、聖歌隊のメンバーはすでに練習を始

めています。サムエル＝カン師は７月に JAUC でコンサ

ートを開いた音楽宣教師です。夏の間、皆さんの好きな

讃美歌についてのアンケートを行いました。皆さんが何

故それぞれの讃美歌を選んだのか、またそれらの讃美歌

を通して神様とのコネクションを取られた等の理由を知

ることもできました。ご協力有難うございます。これら

の讃美歌を毎週順番に聖歌できるように選んでいます。

これから、サンクスギビングやクリスマスなどの特別讃

美についてもリクエストがあれば是非お知らせ願いま

す。 
 

 
 

Discovery Camp 2019 
The bilingual Discovery Camp was held from July 21st to 
August 2nd at the RCA Warwick Conference Center. Sora 
Enomoto was the Camp Director. 9 campers and 5 
counselors attended this year. Some volunteers from JAUC 
joined Sunday morning worship on July 28th and later in the 
afternoon others joined to cook curry rice, sing, dance, have 
a water fight, walk around the campgrounds and eat a 
delicious Korean BBQ prepared by Beomseon Hong, the 
SMJ Coordinator. Thanks to Masahiro Yoshida, Sheila 
Bennett, Chizuko Imado, Rika Marubashi, Sayoko Yoshida, 
Dean Kusakabe, Junko Noguchi, Antoinette Jones, Tomie 
Hara and her friend.  

 

2019 年ディスカバリーキャンプ 

日英バイリンガルのディスカバリーキャンプは、7月 21

日から 8月 2日まで、RCA ワーウィック・カンファラン

ス・センターで行われました。9人のキャンパーと 5人

のカウンセラーが参加し、榎本空兄がキャンプディレク

ターを務めました。 JAUC からのボランティアは、7月

28 日の午前中日曜礼拝に出席し、午後にカレーライスの

調理、SMJ コーディネーターの Beomseon Hong 兄が準備

したおいしい韓国のバーベキューの夕食を共にいただ

き、その後、歌やダンスなどを楽しみました。ボランテ

ィアは吉田昌弘兄、シーラ・ベネット姉、今戸ちづ子

姉、丸橋理加姉、吉田小夜子姉、ディーン日下部兄、野

口順子姉、アントワネット・ジョーンズ姉、原登美枝姉

とそのご友人でした。 
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News from the Sunday School 
The Sunday School has been on vacation this summer and 
will resume on September 8th, the Sunday after Labor Day. 
Guest preachers continue to give a children’s message 
during the Sunday service to show that JAUC welcomes 
children and families all the time. We need more teachers 
and volunteer helpers, so please pray if God is calling you 
into ministry with children and teenagers. “Train up a child 
in the way he/she should go, and when he/she is old he/she 
will not depart from it.” Proverbs 22:6 Help plant seeds in 
future generations for God’s kingdom work. Please talk to 
Sheila Bennett, Kaori and Dean Kusakabe if you are 
interested. 

日曜学校から 

現在夏休み中の日曜学校は、レイバーデー明けの日曜日

9月 8日に新学期を再開いたします。日曜学校のお休み

の間も子供たちとそのご家族を JAUC の礼拝に歓迎いた

します。日曜礼拝中には子供たちへのメッセージが毎週

語られています。現在、先生やボランティアの奉仕者を

募集しています。子供たち、ティーンエイジャーへのミ

ニストリーへの召しを感じておられる方はぜひご連絡く

ださい。主のみ国建設のため、子供たちへの種まきのた

め、共に奉仕してまいりましょう。連絡は、シーラ・ベ

ネット姉、日下部かおり姉、ディーン日下部兄まで。 
 

 
RCA Disability Training & CRC Inspire Conference 

(by Gerri Yoshida) 
Every year the Reformed Church in America (RCA) and the 
Christian Reformed Church in North America (CRCNA) 
jointly sponsor the Disability Concerns Leadership Training, 
which this year was held in Windsor, Ontario. Mana 
Hashimoto and Gerri Yoshida attended from July 31st to 
August 3rd. They joined 60 disability advocates from 
churches in the U.S. and Canada. Destination Church in St. 
Thomas, Ontario, embodies the concept of “Belonging” by 
going beyond helping and serving people with disabilities. 
Every person is immediately asked to get involved. At first 
it may be serving coffee or being an usher who hands out 
programs. For the Stone Soup program for the food 
insecure, each person contributes an ingredient. A team 
plans the menu, everybody helps to chop vegetables, cook, 
serve and clean up. Each person is valued for the abilities 
they have.  
 
The first year they faced an impossible task of raising 
$25,000 to keep the program going. One person wrote the 
pastor that she only had 25 cents to give because the church 
meant so much to her. The pastor took this widow’s mite, 
posted the story on Facebook and eventually raised $25,000! 
Most donations were small. The largest was $250 showing 
that every small donation can add up to a miracle. One 
person with a disability was a social worker. He met a 
homeless man that he placed with an elderly couple who 
were about to lose their home because they had to move to 
an assisted care facility. It turns out that this homeless man 
was a fully trained EMS (emergency medical service) 
worker who started training other homeless people how to 
care for seniors who now provide homes for over twenty 
formerly homeless individuals. These stories give new 
meaning to I Corinthians 12:15-31. Former alcoholics, 
people with physical and mental disabilities, a teen mother 
who had lost her children are now lives transformed because 
they could belong and hope for a better future. 
 



Japanese American United Church Newsletter, August 2019 

4 

 

After the disability training we joined the Inspire 2019 
conference with 700 members of the CRC. We participated 
in large worship gatherings with guest speakers and 
workshops dealing with disability concerns, leaders in turn 
around churches, multicultural worship, and transforming 
conflict with restorative practices. We thank the RCA and 
the grant from the Classis of New York for underwriting 
airfare, hotel, food and conference costs. We will 
incorporate ideas from the conference in the October 
Disability Awareness Sunday. Inspire 2019 blessed us, so 
we want to share this blessing with JAUC. 
 
RCA 障碍者ケアトレーニングと CRC Inspire Conference  

（橋本真奈姉） 

毎年米国改革派教会(RCA)と、北アメリカキリスト教改

革派教会(CRCNA)は、障碍者に関連したリーダーシップ

トレーニングを合同で提供しており、今年はカナダ、オ

ンタリオ州のウィンザーで行われました。吉田ジェリ姉

と橋本真奈は 7月 31 日から 8月 3日の間参加致しまし

た。米国とカナダからおよそ 60 人の障碍者主唱者達が

合流しました。オンタリオ州のセントトーマスにあるデ

スティネーション教会は、障碍者を助けたり、奉仕する

事を超越して、「よりそう」という事を具体化しまし

た。その教会では、全ての人々がコーヒーを配ったり、

プログラムを手渡すアッシャーの役割などをしながら関

わりあう事を尋ねられます。食べ物と安全を提供するス

トーンスーププログラムでは、それぞれのメンバーが、

スープを作るための材料を持ち寄りました。ティーンエ

イジャー達が献立を考え、皆野菜を切ったり、調理した

り、料理を運んだり、後片付けを手伝いました。一人一

人が持っている能力によって評価されました。一年目、

彼らはプログラムを続けるために、２万５千ドルの寄付

金を調達するという困難な問題に面しました。ある未亡

人が自分は 25セントしか持っていないけれども、教会

は彼女にとって非常に大切なので寄付したいとの手紙を

牧師に書きました。牧師は彼女の思いに力を得て、この

話をフェイスブックに掲載し、結果的に２万５千ドルを

集める事が出来たのです！多くの寄付金は小さく、最高

額でも 250 ドルでしたが、どんなささやかな寄付金でも

奇跡に繋がる事を証しました。ある障碍者の方はソーシ

ャルワーカーとして働いていました。彼はあるホームレ

スと知り合いになり、老人ホームへ移り住むために、家

を売ろうとしていた老夫婦と共に暮らせるようアレンジ

しました。実はこのホームレスは、非常医療班者として

の訓練を受けており、他のホームレス達が家を提供して

くれる高齢者のケアが出来るようトレーニングし、現在

では 24 人のホームレスのために住居を提供する事が出

来ました。そうした実例は、コリント人への手紙、第一

の 12章、15 から 31 節までの聖句に新たな意味を与えま

した。アルコール中毒患者や、身体や精神に障碍を抱え

る人々や、子供を失ったティーンエイジャーの母親など

が、よりそう事が出来、よりよい将来へ希望を持てるよ

うになり、人生の変化を体験しています。 

障碍者のためのトレーニングの後、約 700 人の CRC メン

バーの方々と、Inspire 2019 という会合に出席しまし

た。ゲストスピーカーを招いた大規模な礼拝に参加し、

障碍者に関わる問題、教会を方向転換するためのリーダ

ーシップトレーニング、多様な文化の中での賛美や、人

間関係における衝突が起きた際の和解についてのワーク

ショップを受けました。 

私達は、改革派教会、Classis of New York からの 

助成金によって、渡航費、宿泊費、参加費用や食費が支

援されました事へ感謝申し上げます。今回の会合で話し

合われた案を、十月に予定している障碍者のための気づ

きの日曜日の中に取り入れたいと考えています。

Inspire 2019 によって私達が受け取った祝福を、日米合

同教会の皆様と共に分かち合えるよう願っております。 

 

 

 
 

Congratulations! 
Ai Sekiguchi and Eddie See welcomed Noa (乃愛) See 
Sekiguchi (関口) on July 7th. Congratulations to the happy 
couple as we greet the newest addition to the JAUC family 
of faith! “Behold children are a heritage from the Lord, the 
fruit of the womb is a reward.” Psalm 127:3 

 

おめでとうございます！ 

7 月 7日、関口愛姉とエディー・シー兄に乃愛（のあ）

ちゃんが誕生しました。おめでとうございます！乃愛・

シー・関口ちゃんを、JAUC の新しい家族として歓迎いた

します。「見よ。子どもたちは主の賜物、胎の実は報酬

である。」（詩篇 127:3） 
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2019 Fall Ashram Retreat 
About 18 people have signed up for the Fall Ashram 
Retreat. The checks for $150 per person are due by August 
18th. Please make the checks out to the Japanese American 
United Church with the Memo: Ashram Retreat. We will be 
taking a bus from Port Authority Bus Terminal or a New 
Jersey Transit train from Penn Station at 12 noon on 
Saturday, August 31st and return on Monday, September 2nd 
after lunch. Please contact Chizuko Imado or Gerri Yoshida, 
Retreat Coordinators, if you have any questions. For those 
unable to go out of town, Rev. Enomoto will preach on 
Sunday, August 25th and lead a mini-Ashram at JAUC in the 
afternoon.  

秋のアシュラム修養会 

秋のアシュラム修養会には 18人の方々が参加を申し込

んでいます。参加費 150 ドルの小切手は、8月 18 日まで

に支払いをお願いします。チェックの メモは Ashram 

Retreat、あて先は Japanese American United Church

としてください。 8 月 31 日（土）の正午にポートオー

ソリティバスターミナル、または、ペンステーションか

らのニュージャージートランジット電車に乗って会場に

向かい、9月 2日（月）の昼食後に現地を出発します。 

ご質問のある方は修養会コーディネーターの今戸ちづ子

姉、または吉田ジェリ姉にご連絡ください。榎本牧師は

8月 25 日日曜礼拝で説教をされ、アシュラム修養会に参

加 できない方のために 25 日の午後、JAUC でミニアシュ

ラムをしてくださいます。 
 

Caring for One Another 
There are three JAUC members living at Isabella Nursing 
Home: Michie Matsukuma, Ayako Uchiyama and Yoshiko 
Kasaga. Please keep these people in your prayers and 
consider visiting or calling them when you have time. John 
and Lucienne Yoshinaga, Michiko Gorman and Nanako 
Oguri also appreciate keeping in touch with church 
members. Michie Matsukuma and Keijiro Motoi were 
recently hospitalized, so prayers are requested as they 
recover and receive treatment. Please let us know if there 
are other church members in need of home visits or who 
would like to receive communion at home.  
 

互いの思いやり 
イザベラ老人ホームには、3人の JAUC メンバーがいま

す。松隈ミチエ姉、内山綾子姉、春日祥子姉です。 こ

れらの方々のために祈り、都合のつく時間に訪問する、

或いは、電話することをご検討ください。 吉永ジョン

とルシアンご夫妻、ゴーマン美智子姉、小栗ナナコ姉も

教会の方々が連絡してくださることに感謝しています。 

松隈ミチエ姉と本井慶次郎兄は最近入院されましたの

で、回復のためにお祈りください。訪問を必要とする他

の教会員の方、または自宅で聖餐式を希望する教会員を

ご存知の方は、どうぞお知らせください。 

 

 
 

Volunteers Needed 
The Worship Committee continues to seek volunteers to be 
Sunday helpers every Sunday. If you are interested in being 
an usher, greeter, Bible reader, liturgist, or wish to join the 
Worship Committee, please speak to Satoshi Nakamura, 
Osamu Sagae, or Tomoko Suzuki. Please contact the church 
office if you would like to donate altar flowers or if you 
would like to arrange the altar flowers. 
 

奉仕者を受け付けています 
礼拝委員会では、引き続き毎日曜日に奉仕してくださる

方を募集しています。案内や受付、聖書拝読、司式、ま

たは礼拝委員会に興味がある方は、中村哲兄、寒河江修

兄、鈴木智子姉へ連絡ください。献花やお花のアレンジ

メントをされたい方は、教会オフィスへ連絡ください。 
 

Summer Plans 
There will be no lunch service during August to give our 
hard-working volunteers a much-needed vacation. Please 
bring your own food for fellowship time after the worship 
service.  
 
As you make plans for vacation and travel this summer, 
please remember to honor your regular pledges and 
offerings to JAUC. The church’s expenses continue while 
you are away, so we greatly appreciate your faithful 
generosity. Safe and secure online donations can be made at 
https://www.jauc.org/donate2 
 

夏の予定 

8 月の月間、キッチンの奉仕はお休みとなります。いつ

も尊い働きをしてくださっているキッチン奉仕者の方々
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は夏休みをとられます。礼拝後のフェローシップのため

に各自で昼食をお持ちください。 
 
夏の間も約束献金をおぼえ、お捧げ下さい。教会の維

持・設備費は年間を通して発生いたします。皆さまの堅

実なサポートを感謝いたします。安全確実なオンライン

献金はこちらから可能です。

http://www.jauc.org/donate2 
 

Condolences 
We extend our deepest sympathies to Pastor Kaz and his 
family. His father, Kiyotoshi Takahashi, passed away on 
May 16th at the age of 96 in Japan. We pray that God’s Holy 
Spirit will comfort and strengthen them in this time of 
mourning.  

悲しみ 

JAUC 前牧師高橋和寿牧師とご家族に、心より哀悼の意を

表します。高橋牧師のご尊父高橋きよとし氏が 5月 16

日、日本において永眠されました。享年 96でした。こ

の悲しみの中にあって、主のなぐさめと聖霊からの力づ

けがご家族の上にありますように。 
 

◇PRAYER REQUESTS◇ 

Please pray for the Pastor Calling Committee; the health 
issues for Rev. Susumu Ando, Kumiko Baumann, Junko 
Clarke, June Goldberg, Michiko Gorman, Christina Hogan, 
Eiko Igarashi, Valerie Igarashi, Yoshiko Kasuga, Kenneth 
Kubo, Yoshiko Kurihara, Keijiro Motoi, Sueko Nakachi, 
Nanako Oguri, Renee Frankel, the Shimojimas, Masayo 
Sonoda’s mother and sister, Rev. Dr. Yugo Suzuki, Jin 
Takahashi (his ministry), John Yoshinaga. 
Please contact the church office at infojauc@gmail.com or 
call (212) 242-9444 to request prayer support from the 
JAUC faith family. Praise reports and celebratory news are 
also welcome. “Be anxious for nothing, but in everything by 
prayer and supplication, with thanksgiving, let your 
requests be made known to God; and the peace of God, 
which surpasses all understanding, will guard your hearts 
and minds through Christ Jesus.” Philippians 4:6-7 

 
祈りのリクエスト 

牧師招聘委員会のために。以下の方々のご健康のため

に。安藤進牧師、久美子バウマン姉、順子クラーク姉、

ジューン・ゴールドバーグ姉、美智子ゴーマン姉、クリ

スティーナ・ホーガン姉、エイコ・イガラシ姉、ヴァレ

リー・イガラシ姉、春日祥子姉、ケネス久保兄、栗原淑

子姉、本井慶次郎兄、仲地末子さん、ナナコ小栗姉、ル

ネ・フランケル氏、下嶋ファミリー、園田雅代姉のお母

様と妹さん、鈴木有郷牧師、高橋仁兄とそのミニストリ

ー、ジョン吉永兄。 

日米合同教会の信仰家族による祈りの支援を依頼したい

方は、教会オフィスへＥメール infojauc@gmail.com ま

たは電話で(212) 242-9444 に連絡ください。賛美やお祝

いの報告も歓迎いたします。「何も思い煩わないで、あ

らゆるばあいに、感謝をもってささげる祈りと願いによ

って、あなたがたの願い事を神に知っていただきなさ

い。そうすれば、人のすべての考えにまさる神の平安

が、あなたがたの心と思いをキリスト・イエスにあって

守ってくれます。」（ピリピ人への手紙 4:6-7） 
 
The JAUC newsletter is the voice of our faith community so 
all church members are invited to contribute articles about 
what your small group, committee, or fellowship has done, 
is doing or plans to do in the future. We welcome personal 
testimonies of how God is working in your life. We need 
translators, English to Japanese and Japanese to English. If 
you have these gifts to share, please contact Gerri Yoshida 
or the church office. 
 
この月報は、私たち日米合同教会の信仰共同体の声で

す。各スモールグループ、委員会、フェローシップの歩

みや働き、将来の計画やビジョンなどをぜひここで分か

ち合ってください。個人の証も歓迎いたします。 
又、教会では常に日英、英日の翻訳奉仕者を募集してい

ます。賜物をお持ちの方は吉田ジェリ姉、教会オフィス

へご連絡ください。 
 

Christan Book by Japanese American Author 
I Am the Clay, He Is the Potter: Autobiography of Jim 
Masao Yoshioka, First Born in the Japanese Internmant 
Camp is available as an e-book from Amazon for $3.99. 
“My life-long experience demonstrates how God is always 
there with me in times of difficulties, temptations, 
hardships, challenges and goodness; with grace, peace and 
joy. I continue to look forward to all these things as I grow 
in Him and He walks with me. I am always learning His 
ways!!! He is a God of love that sustains me far beyond 
what I could ever imagine or plan.” All profits will be for 
missionaries and evangelists to save the lost souls in Jesus’ 
name. For more information, contact 
biblemanjmy@gmail.com  
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クリスチャンの日系アメリカ人の著作 

クリスチャンである日系アメリカ人の著書、I Am the 
Clay, He Is the Potter: Autobiography of Jim Masao Yoshioka, 
First Born in the Japanese Internment Camp がアマゾンの e-

book にて$3.99 で発売中です。「自身の体験から、どの

ような困難ななかにあっても、誘惑や試練があるときで

も、良い時も悪い時も、主は恵みと平和と喜びをもって

常に私とともにいてくださることを教えてくださいま

す。主とともに歩むなかで、自分がさらに主にあって成

長していくことが今後も楽しみです。毎日が学びの時で

す！神様は、私の想像と計画をはるかに超えた愛のお方

です。」すべての収益は宣教と伝道のミニストリーにあ

てられます。詳しくは、biblemanjmy@gmail.com まで。 

 
 

 
 
 
 
 


